
 

Dr.Fone for iOS（Mac 版）製品ガド 

 

ご登録に関する注意事項： 

 

登録メールのメールゕドや登録コードなどの情報をコピー＆ペーストする際

には、スペースがないことをご確認お願いいたします。 

 

ほかご登録時に何かご問題がありましたら、弊社サポートセンター 

http://www.wondershare.jp/ask-a-question.html 

までご連絡をお願いいたします。 

 

※製品をまだダウンロードしてないお客様は Part1 からご覧ください。 

※すでにンストールしたお客様は製品の登録 からご覧ください。 

※ンストール、登録操作が完成したお客様は Part2 の復元操作からご覧く

ださい。 

 

最新の iOS 8.4、iPhone 6・6Plus に対応！ 

iOS 端末（iPhone/iPad/iPod）の写真、動画、連絡先、メッセージなどの

データを Mac で簡単に復元！ 

http://www.wondershare.jp/ask-a-question.html


 

 Part 1 製品のンストール 

 Part 2 データ復元する方法 

 

Part 1：製品のンストール 

 

• 1-1 製品のダウンロード 

 

• 1-2 製品のンストール 

 

• 1-3 製品の登録 

 

1-1 製品のダウンロード 

①下記の「無料体験」というボタンをクリックして、ダウンロードします。 

無料体験 

1-2 製品のンストール 

http://download.wondershare.jp/dr-fone_full1392.dmg


①ダウンロードが完了した後、Mac の Safari ブラウザ右側の以下「ダウンロード」マー

クをクリックして、 「dr-fone_full1392.dmg」というフゔルが表示されます。  

 

 

②上記フゔルをダブルクリックすると、ンストールウゖンドウが現れます。製品のゕ

コンを右側の「ゕプリケーション(applications)」にドラッグします。  



 

 

③「ゕプリケーション」を開き、製品のゕコンをダブルクリックして、製品を起動でき

ます。 

 

※上記の手順に従って、製品をンストールした後、無料体験できます。 

体験版で削除されたデータをスキャンするまでできますが、復元できるために、 

製品版を購入する必要があります。 

製品を購入後、弊社は登録用のメールゕドレスや登録コードをメールで送ります。 

製品版を購入する 

 

先頭へ 

http://www.wondershare.jp/new-purchase/mac-dr-fone.html


1-3 製品の登録 

①Dr.Fone for iOS を起動します。 

初回起動時に、製品登録用の入力画面が表示されます。  

なにも入力せず「試用版」をクリックすると、体験版がご利用頂けます。 

 

 

※試用版をご利用したことのある場合（製品登録用の画面が表示されない場合）： 

以下の方法で製品登録を行ってください。 

画面トップのドロップメニューから「Dr.Fone for iOS」＞「登録」をクリックすると、

登録画面が表示されます。 



（そのメニュー内では製品の購入やゕップデート情報の確認などの操作可能です。）  

 

②弊社より送付された登録用のメールゕドレスを「E メールゕドレス」欄に入力し、 

登録コードを「登録コード」欄に入力し、「製品登録」ボタンをクリックします。 

「製品登録」ボタンをクリックします。 

＊注意：登録情報の入力時に、コードの前後にスペース入らないようご注意ください。 

メールから登録情報をそのまま貼り付けるか、手動でご入力ください。 



手動入力の場合、半角で入力してください。 

 

③登録が完了した画面です。「デバスを Mac に接続」という画面が出てきます。 

 

                                                                 先頭へ 

 



Part 2: データ復元する方法 

• 2-1 iOS デバスを Mac に接続する 

 

• 2-2 iOS デバスから復元  

 

• 2-3 iOS デバスから復元（高級モード） 

 

• 2-4 iTunes バックゕップフゔルから復元 

 

• 2-5 iCloud バックゕップフゔルから復元 

 

• 2-6 iOS を通常の状態に修復 

 

※ご利用のデバスと復元したいデータの種類により、復元する方法が異なり
ます。 
まずは下記表をご確認し、復元方法を選択してください。 

iOS デバス データ種類 復元方法 

iPad 1 

iPod touch 4 

iPhone 3GS 

iPhone4 

テキストコンテンツ 

・メッセージ（SMS） 

・連絡先（コンタクト） 

・通話履歴 

・カレンダー 

・メモ 

 

2-2 

 



・リマンダー 

・Safari ブックマーク 

・文書 

・WhatsApp 履歴 

・ゕプリドキュメント 

メデゖゕコンテンツ 

・カメラロール  

・フォトストリーム  

・写真  

・ビデオ  

・メッセージ添付フゔル  

・ボスメモ 

 

2-3 

 

iPhone 6/6 Plus 

iPhone 5/5S/5C 

iPhone 4S 

iPad 2 

iPad mini 

iPod touch 5 

iPad Air 

新しい iPad 

iPad Retina デゖスプレモデル  

メデゖゕコンテンツ  

・カメラロール  

・フォトストリーム  

・写真  

・ビデオ  

・メッセージ添付フゔル  

・ボスメモ 

2-4 

or 

2-5 

テキストコンテンツ  

・メッセージ（SMS）  

2-2 

or 



iPad mini Retina デゖスプレモ

デル 

・連絡先（コンタクト）  

・通話履歴  

・カレンダー  

・メモ  

・リマンダー  

・Safari ブックマーク  

・文書  

・WhatsApp 履歴  

・ゕプリドキュメント 

2-4 

or 

2-5 

※ 「2-4」と「2-5」のモードでは、フォトラブラリーの復元は非対応と

なります。 

 

2-1 iOS デバスを Mac に接続する 

② USB ケーブルを使って、iOS デバスを Mac に接続します。 

②iOS デバスを Mac に接続したら、復元するデータのタプを選択してください。以

下の画面が出てきます。 

復元したいデータだけをスキャンする場合、スキャンの時間を短縮できます。 

「全てを選ぶ」をチェックに入れた場合、デバス上の削除されたデータや既存データ両



方検出します。 

 

先頭へ 

2-2 iOS デバスから復元 

① メン画面上の「iOS デバスから復元」機能で、復元したいデータタプを選択し

てください。 



「開始」ボタンをクリックすると、デバス上のデータをスキャンし始めます。 

 

② iOS デバスを分析中です。スキャンの時間は選択したデータのタプや大きさに比

例します。 

 



 

③  分析が完了した後、すぐに自動でスキャン画面に入ります。 

※注意：スキャン中、デバスの接続を解除しないでください！  

④スキャンが完了した画面です。「OK」ボタンをクリックすると、検出されたデー



タをプレビューできます。 

 

⑤ スキャンされた項目は下記画面左側のようにカテゴリー別に分類されます。 

左の項目をクリックすると、その詳細は画面の中央部分に表示されます。  

 



※左側に「写真」「APP写真」「メッセージ＆通話履歴」と「メモ」などの各項目が表

示されます。 

オレンジ色の内容は検出された削除データです。 

黒字部分はお使いのデバスに存在している既存データです。 

※検出された削除データ「写真＆ビデオ」の左下に、写真の番号をオレンジ色で表示され

ます。 

 

※「全てのデータを表示」というラジオボタンを入れる場合、デバス上の既存データや

削除されたデータ両方を表示します。 

 

 

 



 

⑥ 復元したい項目の前にチェックマークを入れて、右下の復元ボタンをクリックします。 

 

※次の画面では「コンピュータに復元」、「デバスに復元」というような画面に表示さ

れます。 

Mac の HDD 内に復元するか、デバスに復元するか選択してください。 

現在のバージョンでは、直接デバスに復元するのはメッセージ、連絡先、テキストメモ



のみです。 

 

⑦「コンピュータに復元」をクリックすると、表示された画面内に、フゔル名、保存場

所の指定をそれぞれ行い、「保存」ボタンをクリックしてください。 

復元が開始されます。 

 



※メッセージ、連絡先、テキストメモを iOS 端末に復元するには、左上に「デバスに

復元する」をクリックしてください。データをデバスに復元できます。右上の「編集」

ボタンをクリックすると、メッセージや連絡先やメモの内容を編集できます。 

 

⑧ 復元が完了した後、データの保存フォルダが自動的に出てきます。 



 

※閲覧が便利のため、多くのテキストコンテンツは HTML として Mac に保存されます。 

連絡先は Mac とデバス間の転送に便利な VCF または CSV 形式として保存されます。 

⑨ 印刷機能では、検出された SMS メッセージ、連絡先やテキストメモを印刷し出力す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 



 

⑩ プリントマークをクリックし、印刷設定画面にて出力の設定をします。 

「プリント」をクリックして、検出されたテキスト内容を原稿用紙に印刷します。 

 

注意：削除されたデータを完全に消去するには、「スマホデータ完全消去（Mac 版）」

（別ソフト）をご利用ください。 
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http://www.wondershare.jp/mac/iphone-data-eraser.html
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2-3 iOS デバスから復元（高級モー

ド） 

ご利用のデバスが「iPhone 4」、「iPhone 3GS」、「iPad 1」、「iPod Touch 4」

の場合、 

写真やビデオなどのメデゖゕフゔルを復元する際に、高級モードにする必要があります。 

①  iOS デバスからリカバリーの画面右下の「高級モード」をクリックします。                                        

 

 

② スキャンする前に、デバスのプラグンをダウンロードをしてください。 

ダウンロードが完了した後、プログラムのンストールが自動的に行われます。 

（※このプラグンは Kaspersky 、Norton、McAfee などたくさんのウルス対策ソフ



トより検索されて、安全上では問題ないので、ご安心して利用ください。） 

 

 

④  以下の手順にて、高級モードにすることができます。  

(1).製品画面の「開始」ボタンをクリックしてください。 

(2).パワーとホームボタンを同時に 10 秒間押してください。 

(3).パワーボタンを外して、ホームボタンを 15 秒間を押すと、高級モードに入りま



す。 

 

⑤  iOS デバスに接続している画面です。 

 

 



 

⑤ 高級モードに入った後、スキャンが自動的に開始します。 

 

⑥ スキャンが終了後、全てのデータが表示されます。 

 



その後の復元操作は 2-2 で説明した手順と同じです。 
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2-4 iTunesバックゕップフゔルから

復元 

※事前に iTunes でバックゕップを保存しておいてください。 

※データが失われた後、お使いのデバスを iTunes と同期しないでください。 

同期すると、iTunes は自動的にバックゕップフゔルを更新して、 

最新のバックゕップしたデータで完全に上書きされ、復元不可能になります。 

① ソフトのメン画面内「iTunes バックゕップから復元」をクリックすると、 

iTunes で生成したバックゕップフゔルが自動的に表示されます。 



※表示されないとき、下の選択ボタンをクリックして、手動で追加します。 

 

 

⑥  復元したいブックゕップフゔルを選択して、「スキャン開始」をクリックします。 

 



⑦  スキャンが終了後、バックゕップデータの内容を全て確認できます。   

 

その後の復元操作は 2-2 で説明した手順と同じです。 

 

先頭へ 

 

2-5 iCloud バックゕップフゔルから

復元 

※事前に iCloud でバックゕップを作成していることをご確認ください。 

 



 

① ソフトのメン画面の「iCloud バックゕップから復元」をクリックします。 

 



② iCloud サンン画面にゕカウントの情報を入力して、「→」ボタンをクリックしま

す。  

 

③ iCloud バックゕップフゔルを検索しています。  

 

注意：ワンダーシェゕーはお客様の Apple ゕカウント情報を一切記録しませんので、ご



安心ください。 

④ iCloud バックゕップフゔルは日付順に表示されます。 

復元したい日付のバックゕップを選択して、右のダウンロードボタンをクリックします。 

 

 

⑤ 表示された画面で、ダウンロードしたいデータを選択してください。 

ダウンロードしたフゔルのタプ前のチェックマークをつけて、「次へ」ボタンをクリ



ックします。 

 

⑥ バックゕップフゔルをダウンロードしています。 

バックゕップフゔルのダウンロード時間はフゔル容量に応じて時間が前後します。 

大容量の場合、終了までしばらくお待ちください。 

 



 

⑦ スキャンが完了後、検出されたデータは左側に表示されます。 

「OK」ボタンをクリックすると、復元処をが開始します。 

 

その後の復元操作は 2-2 で説明した手順と同じです。 

 

先頭へ 

2-6 iOS を通常の状態に修復 

 

「リンゴループ」「ホワトゕップル」「ブラックゕップル」「iTunes に接続して下さ

い」などの画面から 

既存データに影響なく OS を再ンストールすることができます。 



 

① iOS デバスを PC に接続後、メン画面の「iOS を通常の状態に修復」を開き、「開

始」ボタンをクリックします。 

※この機能を使うことで、データを消すことなく、OS を修復することができます。 

 

 



② もしデバスが検出されない場合、以下の赤枠の 

内容をクリックして、デバスをリカバリー（DFU）モードに入ってください。 

 

詳細は：(1). 下図の「開始」ボタンをクリックしてください。 

(2).デバスのパワーとホームボタンを同時に 10 秒間を押してください。 



(3).パワーボタンを外し、ホームボタンを 15 秒間を押し続けてください。 

 

 

③ リカバリーモードの iPhone を通常モードに修復するには、デバスに対応したフゔ

ームウェゕをダウンロードする必要があります。 

お使いのデバスの機種、モデル、OS バージョンを入れて、「ダウンロード」ボタンを



クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

注意：ご利用のデバスの機種やモデルなどの情報を確認するには、 

「デバスモデルを確認方法」というボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

④ iOS デバスに対応したフゔームウェゕをダウンロードしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑤ ダウンロードされたフゔームウェゕを確認中です。 

 

⑥ iOS を通常の状態に修復中です。処理中にデバスが正常に接続されていることを確

認してください。 



復旧処理は数分かかる場合があります。終了までしばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑦ 修復処理が完了後、iOS デバスが正常のモードに戻ります。 

これで修復完了です。「戻る」をクリックすると、メン画面に戻ります。  

 

注意：削除されたデータを完全に消去するには、「スマホデータ完全消去（Mac 版）」

（別ソフト）をご利用ください。 
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ヘルプ更新：2015 年 8 月 

©株式会社ワンダーシェゕーソフトウェゕ 
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